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1 「お国は？」「北海道です」 
 くに こく ところ かく 

2 人前で話すのが苦手です。 
くて くしゅ にがて にがしゅ 

3 各地の弁当を食べるのが楽しみです。 
べんとう べんとん ぺんとう ぺんとん 

4 平易な言葉で簡潔に観光地の特色を説明します。 
 へいえき ひらえき へいい ひらい 

5 今度引っ越すアパートは、家賃が今の半分です。 
 やぢん やちん うちぢん うちちん 

6 伊達の薄着で風邪を引いてしまった。 
 はくちゃく うすちゃく うすぎ はくぎ 

7 自国の文化を大切にしましょう。 
たいせつ だいせつ だいじ たいせ 

8 キューバ北方沖の大油田発見は米石油メジャーにとって涎をたらす的である。 
 つば よだれ つばき くちみず 

9 台湾でも毎日、日本語のばんぐみがみられる。 
番組 翻組 版組 節目 

10 ふゆやすみの時、日本からのお客が多い。 
 夏休 寒休 春休 冬休 

11 今度のしけんは難しいですか。 
実験 測験 試験 考験 

12 荷物はたくはい便で送った。 
 達配 宅配 宅急 特配 

13 あの人はよく約束をやぶる人です。 
破る 違る 反る 棄る 

14 けがはもう大丈夫でしょうか。 
外科  怪我  外傷  計画 

15 信号はめやすではないはずです。 
目安  芽安  眼康  眼易 

16 むみかんそうの業務報告は誰もよみたくないよ。 
感想  乾燥  歓送  乾草 

17 蒸気機関車に乗ってゆったりした   で美しい景色を眺めましょう。 
きあい  きぶん  しんけい  きげん 

18 旅行の   はかんぺきですか。 
ひよう  きもち  ようい  しんぱい 

19 車の   のため、出発が 2 時間遅れた。 
こしょう  こうしょう  しょうがい  ほうかい 

20 福祉社会の実現を   頑張ろう。 
そくして   めざして  とおして  はたして 

21 はじめて日本人のお客に会ったとき、胸が   した。 
ぶらぶら  どきどき  かんかん  にこにこ 

22 ストーブの上のやかんをひっくり返して右腕を   しました。 
ゆうやけ   やけど   ゆだん   びょうき 

23 ガイドの仕事にはお客の苦情は   です。 
つきもの  つけたもの   いうもの  つげもの 
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24 甲「もしもし、たむらさんですか」 
乙「はい、   」 
たむらさんです たむらさんですけど  たむらけど  たむらですけど 

25 甲「小泉さん、今忙しい」 
乙「いや、   」 
とくに  べつに   まさに   わりに 

26 女「もう遅いから、   ……」 
男「じゃ、うちまで送ろうか」 
そろそろ いよいよ なかなか わくわく 

27 甲「これ、   」 
乙「だいじょうぶ。だれにもいわないから」 
ひみつではないよ  ここだけのはなしだよ だいじょうぶよ  いっていいよ 

28 男「今日は僕がおごるよ」 
女「   、悪いわ」 
こんなの そんなの  あれは  これは 

29 男「今日はお誕生日ね。外食しようか」 
女「でも、あした企画書を出さなければならないのよ」 
男「今日ぐらい、   。出かけようよ」 
いいよ  いいね  いいじゃないか  いいじゃない 

30 女「ちょっと電子辞典をかして」 
男「   。終わったらここにおいといて」 
そうね   いいよ   そうか ないよ 

31 台湾人「台湾名物の『臭豆腐』です。どうぞ」 
日本人「せっかくだけど、   」 
遠慮するわ   ありがとう   すまない いただくわ 

32 父「   。顔色が悪いぞ」 
子「いえ、大丈夫」 
どうしての  どうかしたの  なぜなの  なんのためなの 

33 妻「お世話になった部長さんには何をさしあげましょうか」 
夫「ビール券   どうかな」 
なんか  には   にも  ながら 

34 甲「いつか、一緒に食事   しましょうか」 
乙「そうですね。じゃ、今度の日曜日のお昼はいかがですか」 
では   ながら   ところを   でも 

35 甲「このデジカメ、買うの」 
乙「買いたいけど、   」 
おかねがたりない  おかねがある  カメラをおとした  ひつようがある 

36 客  「フラッシュメモリはありますか」 
店員「あいにく   」 
あります  おいています  おいてあります  きらしております 

37 国境の長いトンネルを抜ける   雪国であった。 
と  なら   ので   から 

38 パーティーに出席する人は来週の金曜日   申し込んでください。 
まで にまで  からに までに 

39 台北が世界   誇るランドマークは台北 101 ビルだ。 
から で に を 

40 不必要な造形や不合理な構造   建材の浪費は持続性を無視したものだ。 
による でより  でよる になる 

41 昔、多くの人   大学は入りたくても入れない憧れの存在だった。 
 にたいして  にとって  について  によって 

42 高等教育の普及は   ことだが、昨今の急速な拡張のためにいろいろな問題がおこった。 
たのしい たのしむ よろこぶ よろこばしい 

43 私立大学の資源の   は、30.12 対 1 という学生と教員の比率からも見て取れる。 
すくない すくなさ すくなく  すくなに 



 代號：4402 
頁次：4－3 
44 国際交流を進めるには真摯な姿勢   。 

をかかさない をかけない がかかせない がかかしない 
45 彼はやっと国家試験に合格できた。苦労してがんばった   、喜びもまた人一倍大きかった。 

すえに  うえに あげく だけに 
46 漢字が読めさえ   、日本語はそんなに難しくないと思う。 

すれば  なれば   あれば  できれば 
47 それでは、ただ今ご質問いただきました点につきまして、   と存じます。 

ご説明されたい  ご説明したい 
ご説明になりたい  ご説明くださりたい 

48 あの人は正直で真面目だが、慎重すぎて積極さにかける   。 
のきらいがある きらいがある  のきらうがある  きらうがある 

49 大雨を   遊園地に行った。 
こととして  こととしなく ものとして ものともせずに 

50 社会人   もうれっきとした大人だ。 
ともなって ともなると  からなって からなると 

51 窓の外を   見ていると、ちらちら白い雪が舞い降りてきた。 
みないまでも みることなしに みるともなく みながら 

52 このチャンスを逃せば   。もはや昇進の機会は二度と訪れまい。 
そのものだ それまでだ  そのままだ それだけだ 

53 日本料理は盛り付けの美しさ   、素材を生かした淡白な味に特色がある。 
はさておき はおろか にもまして  もさることながら 

54 去年は息子の結婚、孫の誕生と、めでたいこと   一年だった。 
だらけの  まみれの  ずくめの  みたいの 

55 最近の若い親と   、子供がレストランの中で騒いでいても、ちっとも注意しようとしない。 
あれば いえども  ばかりに  きたら 

56 季節ごとの玉山の美しい風景はこの土地   見られない。 
ならでは  だけでは   ばかりでは   まででは 

57 皆さんの協力   、ゴミの問題の解決はありえません。 
あってこそ になくしては なくしては   がなしは 

58 最近の新聞には下品で読む   ものが多い。 
にかぎらないようで  にたえないような 
にやぶさかでないように  におしまないよう 

59 欲には   がない。 
て  あし  あたま め 

60 六日のあやめ、   の菊。 
十日  九日  八日  七日 

61 習うより   。 
学べ  慣れよ  教えよ  聞け 

62    が花。 
みぬ   たべぬ  いわぬ   きかぬ 

63 井戸の中の   大海を知らず。 
かわず  どじょう   さかな  かに 

64 夫婦喧嘩は   もくわぬ。 
うし   ねこ   うま   いぬ 

65    は千年亀は万年。 
つる  さる  とき  すっぽん 

66 沒想到地球暖化的問題會那麼嚴重。 
地球温暖化問題がそんなにひどいとは思わない。 
地球温暖化問題がそんなひどいは思わなかった。 
地球温暖化問題がそんなひどいは思わない。 
地球温暖化問題がそんなにひどいとは思わなかった。 
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67 只要盡心盡力總會有成果的。 
全力投球すれば必ずしもいい結果につながる。 
全力投球すれば必ずいい結果につながる。 
全力投球するには必ずいい結果になる。 
全力投球するには必ずしもいい結果になる。 

68 聽說中國製冷凍水餃引起中毒事件。 
中国製の冷凍餃子で中毒事件が起きそうだ。 
中国製の冷凍餃子で中毒事件に起きたそうだ。 
中国製の冷凍餃子で中毒事件に起きそうだ。 
中国製の冷凍餃子で中毒事件が起きたそうだ。 

69 國道因返鄉人潮而擁擠不堪。 
国道は帰省ラッシュでいもをあらうような状態でした。 
国道は帰省ラッシュであたまをあらうような状態でした。 
国道は帰省ラッシュであしをあらうような状態でした。 
国道は帰省ラッシュでうつわをあらうような状態でした。 

70 聽到考試及格的消息，樂得幾乎要跳起來。 
試験合格だと聞いて、嬉しく飛び上がろうばかりだった。 
試験合格だと聞いて、嬉しくて飛び上がるばかりだった。 
試験合格だと聞いて、嬉しくて飛び上がらんばかりだった。 
試験合格だと聞いて、嬉しく飛び上がらないばかりだった。 

閱讀文選一：（請詳細閱讀下列短文後，選出最適當的答案。） 
長期 71 経済発展と高度成長により国民所得の 72 は向上したが、それ 73 伴い環境汚染や自然破

壊も進んでいる。台湾の人口密度は 1 平方キロ当たり 556 人で、そのなかに工場が 8、自動車が 104、オー
トバイが 500 をかかえている。工場の生産活動、車輛の使用および人間の生活によりもたらされる空気、水
質の汚染や騒音、廃棄物の 74 は日増しに深刻になっている。 
71 にかかる をかかる にわたる をわたる 
72 すいずん すいへい すいじゅん ひょうじゅん 
73 を  に  の  が 
74 こうがい さんひん しげん ぶひん 
75 上の文章によると、台湾で日増しに深刻になっているのは、   である。 

経済問題  高度成長  環境問題 生活問題 
閱讀文選二：（請詳細閱讀下列短文後，選出最適當的答案。） 
台湾の工業化過程において、日本は資本財や中間原料の供給基地の役割を果たしてきた。これまで日本から

台湾へは機械、鉄鋼などの資本財、中間原料が輸出され、一方、台湾から日本へは農水産品、繊維などの消
費財が輸出され、いわば垂直分業の構造が確立していた。しかし 85 年秋以後の急激な円高は、その構造に
根本的な変化をもたらした。日本企業は台湾を生産拠点の海外移転先として、また部品調達や製品供給基地
として、さらには日本市場向け消費財の輸出加工基地として位置づけた。急激な円高により、日台貿易はか
つての垂直分業から水平分業の方向へと導かれたわけである。 
76 1985 年以前台湾が日本に輸出したのは、何か。 

消費財 中間原料 資本財 文化財 
77 以下の陳述で、間違っているのはどれか。 

85 年秋以後、日本企業は台湾を生産拠点の海外移転先として位置づけた。 
85 年秋以後、日本企業は台湾を部品調達や製品供給基地として位置づけた。 
85 年秋以後、日本企業は台湾を日本市場向け消費財の輸出加工基地として位置づけた。 
85 年秋以後、日本企業は台湾を資本財の輸出加工基地として位置づけた。 

78 日本が台湾に輸出した資本財、中間原料はどんなものか。 
農水産品、繊維 機械、鉄鋼 部品 加工品 

79 今の日台貿易は   の構造である。 
垂直分業 水平分業  供給基地 生産拠点 

80 日台貿易がかつての垂直分業から水平分業の方向へと導かれた主な原因は何か。 
ドルやす えんだか えんやす ドルだか 


